
第１回資格登録更新研修のご案内 

 
会報４月号別冊でお知らせした「第１回資格登録更新研修（７月１９日）」の日

程・講師（DVD）・会場・受講料等が下記の通り決定いたしました。 
今回の「資格登録更新研修」は、事前に講義したものを DVD 化したものを使用

して行なわれます。 
2015 年 3 月末日時点での取得済みポイントを同封の用紙でお知らせしています。 
まだ、資格登録更新のための必要ポイントを取得していない方で、都合により

2017 年 3 月末までに取得が難しい会員は、この機会を利用して受講し、資格登

録更新要件を満たしていただくようお願いいたします。 
 

記 
1．日 時 
 2015 年 7 月 19 日(日) 午前 9 時 30 分～午後 4 時 45 分 
(注) このほか、2015 年 11 月 7 日(土)にも同様の研修を予定していますので、別途 9 月中

旬にお知らせします。(講師・会場等は異なることがあります。) 
 
2．講師及び講義内容（DVD） 
（1）午前 9 時 30 分～午後 12 時 30 分（途中休憩有） 
 「カウンセリングの基本に立ち返る」 

講 師 元千葉商科大学学生相談室カウンセラー 
                 上嶋 洋一 

（2）午後 1 時 30 分～午後 3 時 
 「心身医学・精神医学の基礎」 
        講 師 神田東クリニック院長  高野 知樹 
（3）午後 3 時 15 分～午後 4 時 45 分 
 「ストレスチェックの義務化」 
        講 師 日本産業カウンセラー協会 
                   会長  河野 慶三 
          「こころの耳」事務局長  石見 忠士 
 
3．会 場 
 7 月 19 日（日）の研修会場は、別表のとおりです。 
 なお、会場については、申し込み状況により新たな会場を確保することがあ

りますので、本部及び支部ホームページで確認の上、お申込していただくよ



うお願いいたします。 
 
4．受講料 
 ６時間コース  6,000 円 
 ３時間コース  4,000 円（午前・午後コース） 
 受講料は、受講申込み後受講料の振込用紙（コンビニエンスストア専用用紙） 
 が送付されますので、その到着を待ってお振込みください。 
 
5．申込み手続き 
（1）申込み受付期間 5 月 21 日（木）～6 月 12 日（金） 
（2）受付窓口    委託会社 株式会社ディーソル  
          一般社団法人日本産業カウンセラー協会 
          「資格登録更新研修」申込受付係 
（3）申込方法  
 ① 保有資格及び取得済み更新ポイントに関する「お知らせ」に添付の「資 

格登録更新研修申込書」に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて「資

格登録更新研修」申込受付係宛に送付してください。 
（注）第 1 希望の会場が定員を超えた場合は、自動的に第 2 希望会場になりま

す。 
 ② 申込受付期間内に申込数が定員を超えた場合、受講できないことがあり

ます。（満員で受講できない場合、申込者にその旨連絡いたします。） 
 ③ 受講料振込用紙（コンビニエンスストア専用用紙）が届きましたら所定

期日（6 月 28 日）内にコンビニエンスストアよりお振込みください。 
   銀行、郵便局他からのお振込みはできません。 
 ④ 受講料振込確認後、7 月 11 日（土）までに委託業者より「資格登録更新

研修受講票」を本人宛発送します。 
 
 
 ※ 資格登録更新研修に関するお問い合わせについては、下記にお願いいた

します。 
       一般社団法人日本産業カウンセラー協会 総務部 
       お問い合わせ先電話番号 03－3438－4568 
        

以上 
 
 



地　域 会場コード 会場名 所在地 定員数

北海道
支部

札幌 110 ACU
札幌市中央区北４条西５丁目
ｱｽﾃｨ４５

１００名

仙台 120 ハーネル仙台 （2階「松島」） 仙台市青葉区本町2-12-7 ２５５名

盛岡 121 マリオス　（１８８「大会議室」） 盛岡市盛岡駅西通二丁目９番１号 １００名

高崎 130 ビエント高崎 群馬県高崎市高崎問屋町2-7 １２０名

長野 131 JA長野県ビル 長野県長野市南長野北石堂町1177-3 １１０名

新潟 132 新潟ユニゾンプラザ 新潟県新潟市中央区上所2-2-2 １２０名

栃木 140 栃木県総合文化センター　第２会議室 宇都宮市本町１-８ ６０名

埼玉 141 埼玉教育会館201・202会議室 さいたま市浦和区高砂3-12-24 １２０名

東関東
支部

市川 150 山崎製パン企業年金基金会館 千葉県市川市市川1-3-14 ４５名

東京 160 ＴＫＰ市ヶ谷
東京都新宿区市谷八幡町8番地
ＴＫＰ市ヶ谷ビル

６００名

東京 161 クロス・ウェーブ府中 東京都府中市日銅町1-40 ２００名

山梨 162
山梨県立青少年センター
リバース和戸館

山梨県甲府市川田町517番地 ４８名

神奈川
支部

神奈川 170 神奈川支部研修室 横浜市中区桜木町3-8-1　塩業ビル ９０名

静岡 180 グランシップ　視聴覚室 静岡県静岡市駿河区池田７９番地の４ ９０名

愛知・名古
屋

181 ＩＭＹ8階会議室、5階第3会議室 愛知県名古屋市東区葵3-7-14 ２４０名

三重県・津 182 三重県総合文化センター　（中研修室） 三重県津市一身田上津部田1234 ８４名

富山 183 富山県総合福祉会館　サンシップ富山 富山県富山市安住町5-21 ６９名

石川 184 石川県地場産業振興センター 石川県金沢市鞍月２丁目１番地 ７２名

福井 185 セーレン健康保健組合会館 福井市春日1丁目102番地 １００名

資格登録更新研修開催会場（2015年7月19日）

中部
支部

東京
支部

東北
支部

上信越
支部

北関東
支部



地　域 会場コード 会場名 所在地 定員数

関西
支部

大阪 190
大阪マーチャンダイズ・マート
(ＯＭＭビル　）2Ｆ　1・2号館

大阪市中央区大手町1-7-31 １５６名

岡山 200
岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館
「きらめきプラザ」4階

岡山市北区南方2丁目13-1 １０８名

広島 201 中特会館 広島市中区幟町3-5-7 １３５名

山口 202 山口県セミナーパーク 山口市秋穂二島1062 ５０名

島根 203 島根県民会館 松江市殿町158 ５０名

鳥取 204 鳥取市人権交流プラザ 鳥取市幸町151 ５０名

愛媛 210 ひめぎんホール 愛媛県松山市道後町2-5-1 ９０名

香川 211 高松テルサ 香川県高松市屋島西町2366-1 ３０名

高知 212 高知県立県民文化ホール 高知県高知市本町４丁目3-30 １００名

徳島 213 自治会館 徳島県徳島市幸町3丁目55番 ８０名

福岡 220 九州支部研修室
福岡市博多区博多駅南１丁目２‐１５
事務機ビル６Ｆ

７０名

北九州 221 毎日西部会館８階
北九州市小倉北区紺屋町13-1
毎日西部会館

５０名

佐賀 222 メートプラザ佐賀 佐賀市兵庫北3－8－36　ほほえみ館 ５０名

長崎 223 長崎県建設総合会館５階 長崎市魚の町3－33 ５０名

熊本 224 熊本市流通情報会館　第1研修室 熊本市南区流通団地1丁目24 ５０名

大分 225
新日鐵住金大分　人材育成センター
攻玉寮

大分市明野南3丁目1番1号 ３０名

宮崎 226 九州支部宮崎事務所 宮崎市別府町6－17 ３０名

鹿児島 227 鹿児島県住宅供給公社 鹿児島市新屋敷町16番 ５０名

沖縄
支部

沖縄 230 宜野湾マリン支援センター 沖縄県宜野湾市大山７丁目１０－２７ ９０名

四国
支部

九州
支部

中国
支部
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